
介護者家族向け
「りふれっしゅ」事業の

お知らせ

無料職業紹介所
「三方よし人材バンク」
からのお知らせ

　ふるさと「野洲」の環境に思いを寄せ、自然豊かな
家棟川を和船に乗って巡ります。食事会ではびわ湖産
の美味しい料理を味わいながら、参加者同士で気軽に
交流していただきます。

日　時…10月29日㈪　午前10時～午後２時頃
集合場所等…
　　　　▽健康福祉センター／午前10時
　　　　▽北部合同庁舎　　／午前10時15分
対　象…�介護されている家族、介護に関心のある人、

先着15人
内　容…家棟川エコ遊覧船と食事会（あやめ荘）
　　　　※天候により変更の可能性あり
参加費…2,000円
　　　　※参加当日に釣銭の無いようお願いします。
申し込み�・問い合わせ…10月19日㈮までに地域包括支

援センター☎588－2337、FAX586－3668

日　時…10月13日㈯　午前10時～11時30分
　　　　（受付／午前９時30分～）
場　所…中主防災コミュニティセンター２階研修室
　　　　（北部合同庁舎西隣）
対　象…市内在住・在勤者、先着80人
内　容…�講演「ケニアってどんな国�～ケニアの子ど

も達とかかわって～」／
　　　　山本康夫さん（J

ジャイカ

ICA国際協力推進員）
参加費…無料　※申し込み不要
※�午前７時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、
特別警報が発令されている場合は中止とします。
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

◇◆◇ 臨時就職相談所の開設 ◇◆◇
　市内の保育所、幼稚園、こども園およびこどもの家
（学童保育所）でお仕事を希望されている人への臨時
就職相談所を開設します。ぜひお気軽にお越しくださ
い。

日　時…10月27日㈯　午後１時～５時
場　所…ザ・ビッグエクストラ野洲店
　　　　　　　　　　　　　（店舗Ｂ出入口付近）
問い合わ�せ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

第1回生涯楽習
セミナー開催！

　市では、平成27年度より「野洲市子ども・子
育て支援事業計画」に基づき、子育て支援に関
する取り組みを進めています。この取り組みに
対する評価や今後の計画などについて、広く子
育てに関するご意見をお聞きするため、「野洲
市子育て支援会議」を開催し、一般公開します。
傍聴席を設けていますので、お気軽にお越しく
ださい。

日　時…10月16日㈫　午後２時～4時
場　所…市役所本館３階第１委員会室
内　容（予定）…
　　　　�野洲市子ども・子育て支援事業計画

（次期計画）策定に向けたニーズ調査
について�等

問い合わせ…こども課
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

野洲市子育て支援会議を
開催します
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問い合わせ…文化財保護課☎589－6436、FAX589－5444

　子どもたちの安心・安全を守る
一番の力は、地域の目です。
　通園・通学の姿を見守りながら
あいさつや声かけを行う運動に皆
さんのご協力をお願いします。

日　時…11月１日㈭
　　　　登校（園）時間帯
場　所…市内の通学路
※�午前７時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、
特別警報が発令されている場合は中止とします。
問い合わせ…野洲市青少年育成市民会議事務局
　　　　　　（生涯学習スポーツ課内）
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

まちぐるみで愛の声かけ
運動にご協力を！！

日　時…10月13日㈯　午後１時30分～３時30分
　　　　（受付／午後１時～）
場　所…野洲市人権センター２階じんけん交流研修室
内　容…�講演「ハラスメントについて�～セクハラ・

パワハラ・モラハラ・マタハラなどはなぜお
きるのか～」／源　淳子さん（世界人権問題
研究センター嘱託研究員）

参加費…無料　※申し込み不要
問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　（参画やす事務局）
　　　　　　☎587－6041、
　　　　　FAX518－1860

男女共同参画連続講座を
開催します

円山古墳・甲山古墳の
石室・石棺等特別公開

永原御殿跡調査成果講演会
を開催します

　11月３日文化の日に円山古墳・甲山古墳の石室内部
を特別公開します。
　調査で出土した副葬品も間近でご覧いただけます。
　また、文化財職員が歴史的な解説を行います。

日　時…11月３日㈷　午前10時～午後4時
場　所…桜生史跡公園
　　　　※案内所にて受け付けします。駐車場完備
対　象…どなたでも　※未就学児は保護者同伴要
参加費…無料
※当日の連絡は、同公園案内所まで�☎587－4234

　現在、国史跡の指定をめざし、調査を進めている永
原御殿跡の調査成果をお知らせする講演会を開催しま
す。
　また、永原御殿跡の出土品、写真パネル展示も同時
開催します。

日　時…10月21日㈰　午後２時～
場　所…コミュニティセンターぎおう大ホール
対　象…どなたでも
内　容…�講演「江戸時代中後期の永原御殿�－永原村

の人々はどう見ていたのか－」／
　　　　東谷　智さん（甲南大学文学部教授）
参加費…無料

寛永18（1641）年「江州栗太・野洲・蒲生郡之内絵図」（部分）
　（野洲市歴史民俗博物館蔵）

甲山古墳断面図
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　“子どもの自我が育っている”と聞くけれど、その対応はとても大変ですよね。その大変さを皆さんで共感し、
子どもの思いの受け止め方や対応のコツを学んでみましょう。

日程等…▽第３回／イヤイヤ期・かんしゃくへの対応
　　　　　10月24日㈬　午前９時30分～正午（受付／午前９時15分～）
場　所…野洲市健康福祉センター集団健診室
対　象…乳幼児とその保護者、先着40人
内　容…講話、グループワーク
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

（１）高齢者インフルエンザ予防接種
接種期間…10月１日～12月31日
対　　象…①市内在住の満65歳以上の人
　　　　　②�満60歳～64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限

される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障がいがある人　※詳細は、主治医とご相談ください。

接種費用…�1,500円　※�この期間以外の接種費用は実費負担となります。生活保護世帯、住民税非課税世
帯の人は2週間前までに健康推進課で手続きをすると無料（要印鑑）

（２）高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
接種期間…�平成31年３月31日まで　※�この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い

（全額自己負担）となります。
対　　象…①市内在住で平成30年度に次の年齢になる人

年齢 対象生年月日
65歳 昭和28年4月２日～昭和29年4月１日生まれ
70歳 昭和23年4月２日～昭和24年4月１日生まれ
75歳 昭和18年4月２日～昭和19年4月１日生まれ
80歳 昭和13年4月２日～昭和14年4月１日生まれ

年齢 対象生年月日
85歳 昭和８年4月２日～昭和９年4月１日生まれ
90歳 昭和３年4月２日～昭和4年4月１日生まれ
95歳 大正12年4月２日～大正13年4月１日生まれ
100歳 大正７年4月２日～大正８年4月１日生まれ

　　　　　②�満60歳～64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障がいがある人　※詳細は、主治医とご相談ください。

接種回数…１回
接種費用…�2,500円　※�生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２週間前までに健康推進課で手続きをす

ると無料（要印鑑）
持ち物…案内ハガキ、健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（75歳以上）
申し込み…実施医療機関（左表参照）に直接または電話で予約をしてください。

ご注意ください！
◆対象者には５月上旬に案内ハガキを個別通知しています。
◆�対象年齢の人であっても、過去に成人用（高齢者用）肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある人は、定期接種
の対象外となり、公費助成の対象にはなりません。
◆�高齢者の肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ワクチン）を５年以内に接種されたことのある人は、再接種すると注
射部位が痛くなる、赤くなる、硬くなる等の副反応が強く現れやすいと言われています。

平成30年度　高齢者定期予防接種のお知らせ 問い合わせ

健康推進課
☎ 588－1788
FAX586－3668

子どもの発達教室のお知らせ
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　市の認知症キャラバン・メイトは「認知症みんなで
ささえたい♡やす」の愛称のもとに、ボランティアで
認知症サポーター養成講座（認知症ミニ学習会）の講
師役・進行役として活動しています。
　今回、湖南4市で新たなキャラバン・メイトの養成
講座を開催しますので、認知症について興味や関心が
あり、地域で活動をしたいと考えている人はぜひ受講
してください。
　皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時…11月13日㈫　午前10時～午後５時
場　所…�守山市福祉保健センター（すこやかセンター）

３階講習室（守山市下之郷三丁目２番５号）

対　象…受講後、地域の活動に参加できる人
　　　　�（認知症サポーター養成講座の講師役、定例
　　　　�連絡会への出席など）
主　催…草津市・守山市・栗東市・野洲市
申し込み・問い合わせ…10月24日㈬までに地域包括支
　　　　援センター☎588－2337、FAX586－3668

●市内の実施医療機関

実施医療機関名 電話番号 所在地 インフルエンザ
予防接種

肺炎球菌
予防接種

伊藤整形外科 586－1085 大畑14－12 ○ ○
えとうクリニック 575－8808 吉地1193番地１ ○ ○
おおはし腎透析クリニック 588－0084 永原1833－4 ○ ○
おかもと耳鼻咽喉科クリニック 518－0880 市三宅2339－4 ○ ×
甲原医院 587－0070 小篠原2057番地１ ○ ○
澤田医院 588－5855 冨波甲1087番地１ ○ ○
白井医院 587－0125 永原1833－１ ○ ○
すぎやま内科 586－1218 小篠原1974番地１ ○ ○
髙田クリニック 535－1528 行畑736番地 ○ ○
田中医院 589－2113 比江816番地 ○ ○
ちかもち内科医院 518－0511 小篠原2208－１ ○ ○
遠田整形外科 518－0220 市三宅2339－１ ○ ×
なかにし耳鼻咽喉科 586－3341 小篠原1033－１ ○ ○
野村内科医院 587－0066 小篠原2177番地 ○ ○
平田医院 588－2111 三上1937－14 ○ ×
藤井医院 586－5848 市三宅2480番地� ○ ○
ほりで医院 587－1601 久野部１－15 ○ ○
本田医院 588－3500 近江富士２丁目５番２号 ○ ○
南医院 589－5061 吉地1412番地 ○ ○
もりおか小児科医院 586－4900 三上2112番地９ ○ ○
森野内科胃腸科 587－3636 北野一丁目19番33号 ○ ○
野洲病院 587－1332 小篠原1094番地 ○ ○
山地内科 586－8708 三上279番地１ ○ ○
山田クリニック 518－0355 市三宅2725番地 ○ ○
吉川医院 589－3901 吉川928番地 ○ ○
吉田クリニック 588－5080 市三宅2732番地 ○ ○
緑王診療所 588－0572 栄31－３ ○ ○

●守山・草津・栗東市内の実施医療機関では事前手続きなく予防接種が受けられます。
●上記以外の県内実施医療機関で接種を希望する人は健康推進課で事前申請が必要です。
　ただし、近江八幡市、湖南市の一部の実施医療機関では事前手続きなく受けられます。
　詳細は健康推進課までお問い合わせください。

◎高齢者インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関

認知症キャラバン・メイト養成講座のお知らせ
～ 認知症キャラバン・メイトとして地域で活動をしてみませんか？ ～

暮らしの情報

13　　広報やす　2018.10



第18回リユース物品
無償譲渡会のお知らせ

　デジタルカメラ等の小型家電には、レアメタル等の貴重な資源
が含まれているため、市では、使用済みになった小型家電を、市
内３カ所（本庁舎、北部合同庁舎、野洲図書館本館）の回収ボッ
クスで、資源物として回収しています。
　今回、リユース譲渡会（右記記事参照）に合わせ、回収ボック
スに入らないサイズの小型家電を中心に、無料回収を行います。
　市では、「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
に参画しており、回収した資源から東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会のメダルが製作されます。
　また、ご家庭で不用となった水銀体温計や水銀血圧計、蛍光管
など水銀を含むごみも併せて無料回収を行います。

日　時…11月4日㈰　午前９時～正午
場　所…野洲クリーンセンター
回収品目…
小型
家電ごみ

電源や充電器、電池で動く家電全般（デジタルカメ
ラ、携帯電話、パソコン等）およびその付属品

水銀を
含むごみ

水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、蛍光管、ボ
タン電池

その他…
◦次の品目は対象外です。
　①�テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機の家電リサイク

ル料が必要になる物
　②�マッサージチェア、介護用ベッド、電子ピアノ・オルガン、
電子カーペット、オイルヒーター

　③白熱電球、LEDランプ、割れた蛍光管
　※�万一、持参された場合は、お持ち帰りいただきます。
　　（当日、野洲クリーンセンター業務は実施していません。）
◦�携帯電話等に登録されている個人情報は事前に消去してください。
◦�乾電池、ボタン電池は、必ず取り外してください。

　リユース物品を展示し、希望者へ譲渡
するイベントを開催します。
　また、野洲クリーンセンター見学会な
ども同時開催します。

日　時…�11月4日㈰　午前10時～正午
　　　　（譲渡抽選は午前10時30分ごろ
　　　　を予定）
場　所…�野洲クリーンセンター
　　　　（リサイクルセンター展示スペース）
対　象…市内在住・在勤者
物　品…�タンスやイス等の家具類、チャ

イルドシート等
申し込み…�同一品に複数申し込みがあっ

た場合は抽選の上、決定しま
す。

※引渡し後は返品できません。
※瑕疵責任は負いません。
※�各自で責任をもってお持ち帰りくださ
い。

◆◇�野洲クリーンセンター見学会�◇◆

　午前９時10分より開始します。詳細は
野洲クリーンセンターまで問い合わせく
ださい。�☎588－0568

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

使用済小型家電、水銀体温計など
水銀を含むごみを無料回収します

　市では水道管の老朽化による水道管布設替工事および経年劣化によるマンホール蓋取替工事を行います。
工事は、通行止めにて行いますので、迂回路看板や交通誘導員の指示により迂回等をお願いします。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

工事名称…�市道野洲行合線配水管布設替工事および市道
野洲行合線下水道マンホール蓋取替工事

工事期間…10月中旬～平成31年２月下旬
規制内容…車両通行止
規制時間…午前９時～午後５時
問い合わせ…上下水道課
　　　　　　☎589－6432、FAX589－5041
※�工事期間中は、コミュニティバスの停留所「野洲東町」
および「野洲西町」はご利用できません。

水道管工事および下水道マンホール工事に伴う迂回路のお知らせ

車両通行止
迂回路
コミュニティバス
停留所

野洲西町

野洲東町

万葉台公園
●

ファミリーマート
野洲川橋店

野洲東町
公園
● ●

新川神社

●
宇野勝酒造

●
四ッ家八幡神社

●
丸
万
呉
服
店

●

工事区間

市道野洲行合線

市道木ノ座苦菜島線
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　国民年金保険料の納付には、口座振替が
ご利用になれます。
　口座振替には、当月分保険料を当月末に
振替納付することにより、月々50円割引さ
れる「早割制度」や、現金納付よりも割引
額が多い「６カ月前納」、「１年前納」、「２
年前納」もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書または
年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、
ご希望の金融機関または年金事務所へお申
し出ください。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

国民年金保険料は
口座振替がお得です！

野焼きは禁止されています！

　ごみを野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」で原則禁止されています。違反すると、５年以
下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が
科されることがあります。
　例外として、
　①�風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃
棄物の焼却（例：どんと焼き等）

　②�農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
として行われる廃棄物の焼却（例：農業者が行う稲わ
ら等の焼却）

　等が認められていますが、周囲の生活環境に支障を与え、
「煙たい」「臭い」といった苦情等がある場合は行政指導の
対象となります。
※�農業資材や家庭ごみを田畑に持ち込み燃やすことは違法
行為です。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　薬物の乱用から薬物依存になると不安、被害妄想などの症状が現れます。幻覚や妄想によって重大犯罪を引き
起こすこともあります。危険ドラッグをはじめ麻薬や覚せい剤などは、たとえ１回使用しただけでも乱用にあた
ります。

■薬物乱用の恐ろしい特徴“薬物の依存性と耐性”
　薬物の特徴は、何度も繰り返し使いたくなる「依存性」をもち、薬物なしではいられない薬物依存の悪循環
にはまってしまいます。しかも、乱用薬物には使用を繰り返しているうちに、それまでと同じ量では効かなく
なる「耐性」という性質があります。一回だけと思って始めた人も、使用する量や回数がどんどん増えて、自
分の意思ではやめることができなくなります。

■タバコも薬物
　タバコの煙は、4,000種もの化学物質から成り立っていますが、そ
の中でもニコチンには依存性があり、未成年は特に短期間で依存性が
高くなることが明らかになっています。その他、のどや気管支をいた
めるアンモニアや窒素化合物など各種のガス、発がん性のあるタール
や、全身の細胞に酸素不足を起こす一酸化炭素などが含まれます。

■「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持とう
　◦薬物乱用の危険性は身近にあり、自分には関係ないと思わないこと。
　◦誘われても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持つこと。
　◦一人で悩まないで友人や家族に何でも相談すること。
※�詳しくは厚生労働省ホームページ「薬物乱用防止に関する情報」をご
覧ください。
■薬物乱用防止相談窓口…滋賀県薬務感染症対策課☎528－3630
　　　　　　　　　　　　滋賀県立精神保健福祉センター☎567－5010
■問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

薬物の乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
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法定検査・保守点検・清掃を
受けましょう！

　浄化槽は、適正な管理を行うため、法定検査・保守
点検・清掃が浄化槽法で義務付けられています。

●法定検査
　浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する
ため、保守点検や清掃とは別に年１回受検する必要が
あります。
●保守点検
　機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを行い
ます。家庭用の浄化槽では３～4カ月に１回以上行っ
てください。
　浄化槽の保守点検は、滋賀県の登録を受けた保守点
検業者に依頼してください。
●清掃
　浄化槽を使用していると、汚泥などがたまってきま
す。清掃は、浄化槽内部にたまった汚泥などを抜き取
ります。年１回以上行ってください。
※浄化槽を廃止したときは、「浄化槽廃止届書」を環
境課まで必ず提出してください。

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
行政相談週間

10月15日㈪～21日㈰
　行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手として、
国の事務（国道、一級河川、年金、健康保険、生活保
護、雇用保険、労災保険、戸籍、登記、国税など）に
関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係行政機
関に対する通知などを行っています。
　困ったときは、気軽に行政相談委員までご相談くだ
さい。相談は無料・予約不要・秘密厳守です。

「わたしのまちの行政相談委員」
古川�邦彦さん　☎589－2330
川端�芳美さん　☎587－1361

相談日…毎月第３火曜日
場　所…市役所本館１階相談室
問い合わせ…
　　　市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677
　　　滋賀行政監視行政相談センター☎523－1100
※インターネットによる行政相談も受け付けています。
　�ホームページ
　https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

ご存じですか？
行政相談委員

浄化槽をお使いの皆さんへ

10月1日（月）は
「浄化槽の日」です

　10月期の定期支払は、10月12日㈮を予定しています。

※６月～９月分の手当が対象です。
※�平成29年中所得の修正申告をされた人は手当の支払
金額が変わる場合がありますので、お申し出くださ
い。

問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

児童手当
『10月期支払』

のお知らせ

　市では、「愛と輝きのある教育のまち・野洲�～�一
人ひとりが大切にされ、おとなも子どもも学びあうひ
とづくり・まちづくり～」を基本理念として、家庭、
学校、地域、企業、ＮＰＯ・市民団体等が連携・協働
しながら安心して学べる教育環境を創出し、未来を担
う頼もしい人づくりを柱に教育振興のまちづくりを進
めています。
　11月は、地域、市、学校、園が市民とともに教育に
ついて考え、行動することを促進する月間です。地域
では、各コミュニティセンターを中心とした活動が展
開されるほか、市や学校・園でも地域の人を対象にさ
まざまな事業を開催します。事業の詳細は、市ホーム
ページ等でも紹介しますので、ぜひご参加ください。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

１１月１日（木）は
｢野洲市教育の日｣です！
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第79回 国民スポーツ大会・第24回 全国障害者スポーツ大会

愛称・スローガン募集！！

募集作品…①愛　称
　　　　　　�　親しみやすく呼びやすい、滋賀県らしさあ

ふれる言葉で表した、両大会の名称・呼び名�
「滋賀」「国スポ・障スポ」の文字を必ず入れ
てください。

�　　　　　　（例）「滋賀○○国スポ・障スポ」
　　　　　②スローガン
　　　　　　�　大会に向けた思いや開催基本方針でめざす大会を印象づける言葉・キャッチコピー
応募方法…�郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業（学校名・学年）、応募作品の説明や込められた思いを

明記してください。
　　　　　※詳細は、大会ホームページをご覧ください。
応募・問い�合わせ…11月12日㈪（当日消印有効）までに第79回国民体育

大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員
会�愛称・スローガン募集係（〒520－8577大津市京町四丁目
１番１号�滋賀県県民生活部スポーツ局国体・全国障害者ス
ポーツ大会準備室内）☎528－3321、FAX528－4832、ホームペー
ジhttp://www.pref.shiga.lg.jp/c/sports/2024/aisuro/boshu.
html

※�平成35（2023）年１月１日から「国民体育大会」は「国民スポーツ大
会」に名称が変更されます。

☆最優秀賞（各１作品）…賞金５万円
☆優 秀 賞（各３作品）…賞金１万円
※�入賞者が中学生以下の場合は賞金相当額の
図書カードになります。

１．特殊詐欺の現状
特殊詐欺の発生が止まりません。
今年、特に多発しているのは
①「息子を騙るオレオレ詐欺」
　�　犯人が息子（孫）の振りをしてトラブル解決を
口実に、あるいは、警察官等をかたって口座を犯
罪から守るためなどと言ってお金をだまし取る。
②「はがきを悪用した架空請求詐欺」
　�　訴訟最終通告等と記載したはがきを送りつけ、
お金をだまし取るもので、コンビニの収納代行
サービスを利用して現金を支払わせるという手
口です。

２．だまされないための対策
①�日頃から、特殊詐欺に関する情報を防犯メール等
で確認し、家族やご近所と情報を共有し騙されな
い環境を作ってください。
②�電話、メール、はがき等で身に覚えのない請求が
あった時は、決して慌てず、必ず警察や家族に相
談してください。
③�警告メッセージや録音、着信拒否等の詐欺電話撃
退機能がついた電話機等の設置をご検討くださ
い。

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

　野洲市・草津市・守山市・栗東市では、認知症高齢
者や知的障がい者、精神障がい者などの権利擁護を図
るため、成年後見制度の利用を促進しています。
　今回、高齢者や障がいのある人、その家族が抱え
ている悩みや心配事を何でも相談できる相談会を
「NPO法人成年後見センターもだま」に委託して開催
します。
　この相談会は無料で、予約も不要です。消費生活や
相続など法律に関すること、福祉の制度やサービスに
関する困りごとなど複数の専門職（弁護士、司法書士、
社会福祉士、精神保健福祉士等）が相談を受けますの
で、生活全般にわたる相談が一度に可能です。福祉現
場等で支援されている人もお気軽にご相談ください。

日　時…10月21日㈰　午後１時30分～4時30分
場　所…守山市福祉保健センター（すこやかセンター）
　　　　守山市下之郷三丁目２番５号
　　　　※３階フロアにて受け付けします。
対　象…野洲・草津・守山・栗東市在住者
問い合わせ…NPO法人成年後見センターもだま
　　　　　　☎598－0246、FAX598－0888

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

「振り込め詐欺を始めとする
特殊詐欺」の被害防止

　　
「高齢者・障がい者
なんでも相談会」を
実施します

2024滋賀 国体・全国障害者スポーツ大会
マスコットキャラクター

「キャッフィー」　「チャッフィー」

大会専用ホームページ
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